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区の世帯と人口（2月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

119,041（＋183）

人

199,498（＋206）

口
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健康推進委員と一緒に
元気な体作りを!
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健康推進委員とは…

健康推進委員は、各町会からの推薦により、区長から委嘱を受け、区民一人ひとりの自主的な健康づくり
を支援すると共に、地域での健康づくりを推進するリーダーとして活動しています。
（31年3月現在179人）

〜健康に関するさまざまな活動を行っています〜
お気軽にご参加ください

ウオーキングイベント

「台東区ウオーキングマップ」を
ご活用ください

4月7日㈰・竹町地区ウオーキングイベント開催
景色や会話を楽しみながら歩きます。肥満解消や、
生活習慣病の予防にも効果があります。

健康推進委員がお勧めす
るコースを掲載しています。
区民の皆さんはもちろん、
区外の方にも好評です。
区ホームページでご覧に
なれるほか、 区役所1階総
合案内、 台東保健所、 区
民事務所・同分室等で配布
しています。

楽しく
で
な
ん
み
！
歩こう！

健康度測定会

健康学習会

3月30日㈯・31日㈰・清
川地区健康度測定会開催
（桜橋花まつり会場内）

ペタンクやヨガ・健康に関する講座など、
健康づくりに役立つさまざまなイベントを開
催しています。

ヨガ体験講習

主に地 域の行 事など
で、健康度測定と健康づ
くりのコツについてお知
らせしています。健康を
見直すきっかけにどうぞ。

一緒に健康づくりをしてみませんか
私たち健康推進委員は、地域の皆さんと楽しく
健康づくりに取り組んでいます。 地域で支え合
いながら、いつまでも元気に暮らせるよう、今
後もさまざまなイベントを開催しますので、ぜひ
ご参加ください。

ペタンク

ころばぬ先の健康体操

イベントに参加してみませんか？

◁清川地区健康推進委員 黒﨑正志さん
（台東区健康推進委員リーダー連絡会 会長）

年間を通じて各地区でイベントを開催しています。詳しくは、各地区健康推進委員または台東保健所保健サービス課 （☎3847−9406）へお問合せください。
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台東区議会議員選挙及び台東区長選挙

３月１
７日㈰ 午前７時〜午後８時
告示日 3月10日㈰ 区議会議員定数は32人です

投票できる方には、世帯全員分の「選挙のお知らせ」を、世帯主宛てに ●期日前投票のご案内
期間 3月11日㈪～16日㈯
郵送します

時間 午前8時30分～午後8時
「選挙の当日は仕事で忙しい。
」「旅
3月8日㈮以降郵送予定です。投票にお出かけの際は、ご自分の「選挙のお知らせ」
行や買い物の予定がある。
」そんな
をお持ちになると、受付が簡単に済みます。
ときは、
「期日前投票」をご利用く
・
「選挙のお知らせ」がなくても
ださい。
「選挙のお知らせ」が手元になくても投票はできますので、投票所の係員にお申し
出ください（受付に時間がかかります）
。

・
「選挙のお知らせ」があれば受付が簡単に済みます

期日前投票場所
台東区役所1階（東上野4−5−6）
谷中区民館1階（谷中5−6−5）
浅草橋区民館6階（浅草橋2−8−7）
台東リバーサイドスポーツセンター
体育館3階
（今戸1−1−10）
生涯学習センター1階（西浅草3−25−16）
金杉区民館 [西部区民事務所併設]
1階（下谷3−1−30）

区議会議員選挙

「選挙のお知らせ」の封筒

1.「選挙のお知らせ」の裏面を記入

2.期日前投票所で投票

「選挙のお知らせ」が届いたら、裏面の
「投票用紙等請求書」欄に、自宅など
で必要事項を記入してください。

区長選挙

区内6か所のいずれかの期日前投票所
にお越しください。会場での投票のし
かたは、当日と同様です。

旅行などの滞在先や、身体の不自由な方、入院中の方の投票方法については、
区ホームページまたは「広報たいとう号外選挙特集号」をご覧ください。

問合せ

台東区選挙管理委員会事務局☎（5246）1461

幼 児 用ヘルメットの
申込みをお忘れなく

▽対象 区内在
住で平成 年
４月２日～
年４月１日生
まれの子供

▽申込方法 対
象者に送付し
た案内と同封

の申込書に記
入し、持参す
るか、返送用封筒（ 円切手
貼付）で郵送
▽申込締切日 ３月 日㈮（必
着）
※希望する方は、至急お申込み
ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

高等学校等への進学者に対して入学にかかる費用の一部を
助成します
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台東区役所では、南めぐりん
（浅草橋方面）とぐるーりめぐ
りん、南めぐりん（浅草橋方面）
と南めぐりん（台東病院方面）
の無料乗継はできません。
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【土・日曜日・祝休日】
1周 約72分18分間隔

住所 清川2−22−16
1 上野駅
18 浅草菊水通り
●
●
2 永寿総合病院
19 西浅草
●
●
4
所
北部区民事務
16
20
3 御徒町
20 台東区役所
●
●
松が谷児童館・玉姫児童館3月26日㈫リニューアルオープン
台東リバーサイド ●
4 新御徒町駅
21 上野学園
●
スポーツセンター ●
5 台東三丁目
22 北上野二丁目
●
・オープニングセレモニー 3
6 台東地区センター
23 松が谷
●
●
日時 3月26日㈫午前9時30分開館、10時開始
●松が谷児童館
21
7 三井記念病院前
24 生涯学習センター南
●
●
8 柳北スポーツプラザ ●
25 生涯学習センター北
●
日時 3月26日㈫午後0時45分開館、1時開始
●玉姫児童館
つくばエクスプレス
(金竜小学校前)
22
9 浅草橋駅北
●
浅草駅
2
閉館日
第2日曜日、祝日（5月5日を
・通常利用 利用時間 午前9時30分～午後6時
10 柳橋中央通り
26 千束二丁目
●
●
雷門地区
11 柳橋分院入口
27 千束三丁目
●
●
問合せ
児童保育課☎（5246）1235
除く）
、年末年始（12月29日～1月3日）
16-2
センター 東武浅草駅
12 鳥越神社前
28 台東病院
●
●
13 環境ふれあい館
29 入谷地区センター
浅草駅では、北めぐりん
●
●
改修工事終了に伴う回収拠点の再開
23
（浅草回り）とぐるーりめぐ
ひまわり入口
30 入谷南公園
●
りんの無料乗継はできません。
27
1 28 17
14 三筋老人福祉館東
31 北上野
再開日
問合せ 清掃リサイクル課☎（5246）1291
●
●
18 4月1日㈪
雷門 通
15 南部区民事務所
32 上野学園
●
●
東武
り
拠点名
回収品目 スカイツリーライン ●
・時間
大江戸線蔵前駅
16 資源を出せる曜日
33
台東保健所
●
29
17 田原町駅
34 台東区役所
●
●
乾電池・ビデオテー

国際通
り
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台東区役所

32

「南めぐりん」停留所
15
住所 松が谷4−15−11
【月〜金曜日】
1周 約75分15分間隔

隅
田
川
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18

24

5

一葉 桜
日程 3月11日㈪
●松が谷保育園
17
・小 松
橋 通り
18
日程 3月25日㈪
●玉姫保育園
19
富士小学校
千束小学校
問合せ 児童保育課☎（5246）
1233
馬道通
り

国立西洋
美術館
京成
上野駅

かっぱ
橋道具
街通り

駅

駒形中学校
正
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大規模改修工事完了に伴い、仮移転先から戻ります
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入谷地区
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橋場通
り
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☎
（5246）1361
浅草病院
松が谷保育園・玉姫保育園・松が谷児童館・玉姫児童館より
り
通
手
土

10
鶯谷駅
・
【誤】
「台東保健所」
が2か所に記載されている⇒【正】
下図のとおり
西部区民
事務所
15
・
【誤】
「白鵬高校」
⇒【正】
「白鷗高校」
3
6-1
16 大正小学校 18 26

吉野通り

国際通り

9

昭
和
通
り

9 「旧吉田屋酒店」5-1

日
比
谷
線

5

線
手
山

経済的な事由により児童を高等学校等（高等学校・専修学校・中等教育学校の後期
課程・特別支援学校の高等部・高等専門学校・各種学校の一部など）に進学させる
29
ことが困難な方に対して、入学にかかる費用の一部を助成します。※支給対象者には、
4月下旬に申請書を送付します。ただし、区が児童手当または児童扶養手当を支給し
三ノ輪駅
29
ていない方には送付しません。 支給対象者 4月1日時点において以下の要件全てを満
（運行見直しに向けた実証実験）
6
82
根岸図書館 13 4
たしている方 ①30年度に中学校を卒業し、31年度中に高等学校等に進学する児童
※31年3月30日㈯〜
の保護者
②対象児童および保護者が区内に住所を有する
③保護者全員の30年度
日暮里・舎人ライナー
明治通り
11
12 3 7
32年3月末
（予定） ④生
清川清掃車庫
の住民税が非課税※児童扶養手当を受給している場合は課税であっても対象
東泉
10
※詳しいルート・ダイヤは
申請期限
支給額（児童１人あたり）
6月28日㈮
①保護者全員
小学校 活保護を受給していない
12
たなか多目的センター
玉姫公園
金杉区民館
たなかスポーツプラザ
も園
区ホームページまたは
石浜橋場こど
の30年度の住民税が非課税の場合は8万円
②児童扶養手当受給者で、30年度の住
5
尾
下谷分館
日暮里駅
9
石浜図書館
久
おわびと訂正
バス停留所の掲示をご
提出書類
民税が課税の場合は4万円
①奨学金支給申請書兼請求書
②在学証明書か
橋
中防災
9
8
通
13 産業研修
り
防災広場
10
ミュニティセンター
覧になるか、下記へお
学生証の写し
③平成30年度住民税課税証明書（受給者および配偶者のもの）※平
8
一葉記念館
センター
根岸の里
北部区民事務所
2
2月20日号6・書道博物館
7面に掲載の「3月30日㈯から台東区循環バスめぐりんの
14 5
7
問合せください。
問合せ
12
成30年1月1日現在、区外に住民登録があった方のみ
子育て・若者支援課給
11
4
6
清川分室
8
根岸
運行ルートが変わります」
について、
地図上の記載に2か所誤りがありま
付担当（区役所6階⑦番）☎（5246）1232
東浅草小学校
小学校
10
11
J
示場
7
下町風俗資料館付設展
区立台東病院
した。
おわびして訂正します。
交通対策課
R
13
問合せ
28

午前9時30分～午後6時（第2日曜日、祝日、年末年始を除く）
プ類・紙パック
ーー 変 更 点 ーー
浅草駅 古布
・ルートを柳橋地区へ延伸
第1・3木曜日・午前9時30分～正午
・区役所を起点とした8の字ルートへ
松が谷児童館
乾電池
午前9時30分～午後6時
（第2日曜日、祝日、年末年始を除く）
31※北部区民事務所清川分室でのビデオテープ類、
石浜図書館での古布の回収は終了となります。
「北めぐりん
（浅草回り）
」停留所

蔵前駅

玉姫児童館
30

1周 約45分15分間隔

振興センター

左衛門

21
14 3月20日㈬午後2時
御徒町
33
【台東区都市計画審議会の傍聴者を募集します】▷日時
▷場所 区役所10階会議室 ▷定員 15人（先着順） ▷申込方法
12 三ノ輪二丁目
1 浅草駅
●
●
台東中学校
台東区中小企業
FAX 5246－1359〉
電話番号を電話かファックスで右記問合せ先へ
▷申込締切日時
3月19日㈫午後5時〈台東区都市計画課☎5246－1363
22
13 三ノ輪駅
2 花川戸
●
●
5

環境ふれあい館ひまわり

3 隅田公園
●

住所・氏名・

（三ノ輪福祉センター前）
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お知らせ

※詳しくは各区民事務所等で配布
する利用案内をご覧ください。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

▽施設名（所在地） ①徳雲会館
（東上野４ １ ４ 徳雲院内）
②千松閣（清川１ １ ２ 本
性寺内）
降に発表する採用試験・選考案
内をご覧ください。
▽問合せ 特別区人事委員会事務

※募集する試験区分・採用予定数・
受験資格等、詳しくは告示日以

ご協力をお願いします。
▽期間 ３月 日㈪・ 日㈯終日
※点検状況により、３月 日㈰も
停止の場合あり

印鑑登録証明書）のコンビニ交付
サービスが停止します。ご理解・

局任用課採用係
☎（５２１０）９７８７

▽問合せ 戸籍住民サービス課
☎（５２４６）１１６４

新しい保育施設が開設し
ます

▽開設日 ４月１日㈪（予定）

1～2歳 ・ 10人

▽利用料金（本人負担額） ①
万円 ②８万円
▽利用できる方 死亡日に区内に

民生委員・児童委員が変
わりました

東京空襲犠牲者名簿を作
成しています

0～5歳 ・ 56人

－

住所を有していた方の葬儀を行
う方か、区内に住所を有する喪
主
※詳しくは左記へ

都では、東京空襲で犠牲となっ
た方々を追悼し平和を願うため、

0～5歳 ・ 60人

－

▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

東京空襲犠牲者名簿を作成してい
ます。
名簿への登載は、遺族・関係者
等の申し出に基づいて行います。
今までに申し出をしておらず、
名簿への登載をご希望の方は左記
へご連絡ください。
▽問合せ 東京都生活文化局文化
振興部文化事業課
☎（５３８８）３１４１
台東区福祉課
☎（５２４６）１１７２

５月の区民館多目的ホー
ル・集会室等の利用抽選
申込日について
▽日程 ５月７日㈫
※時間の変更はありません。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

子育て・教育

0～5歳 ・ 60人

18

※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ

▽問合せ 児童保育課
☎（５２４６）１３０９

防犯ブザーを貸与してい
ます

小学校入学時の４月に、乳幼児
区内在住（学）の小中学生に防
医療証
（有効期間３月 日㈰まで） 犯ブザーを貸与しています。
から子ども医療証（ 医療証）に
左記に該当し希望する方は、必
切り替わります。 医療証は３月 要な物を下記問合せ先へお持ちく
末に送付します。
ださい。
▽問合せ 子育て・若者支援課
▽対象・必要な物
☎ ５
・区内の私立中学校に在学の方
( ２４６ １
) ２３２

小学校に入学する子ども
の医療証が切り替わりま
す

雷門2－1－10
若山ビル1階

24

－

年度特別区職員採用試
験・選考日程
▽試験日程等

▽新任委員（担当区域）
・大導寺和江氏（谷中７ １～
）
・河合清美氏（竜泉３ １～６、
～ ）
▽退任委員
・青柳弘芳氏（竜泉３ １～６、
～ ）
▽問合せ 福祉課
☎（５２４６）１１７２

男女平等推進プラザ「は
ばたき 」地域のチカラ
講座講師募集
▽募集企画 台東区の男女平等参
画に関する講座（講座回数は１
回２時間、内容により連続２回
まで可）
▽対象 区内在住の方
▽募集件数 １人１件まで
▽謝礼 ５千円～７千 円
▽選考方法 書類選考、プレゼン
テーション
▽申込方法 申込用紙を左記問合
せ先へ提出
▽申込用紙配布場所 区役所９階
⑥番人権・男女共同参画課、生
涯学習センター４階男女平等推
進プラザほか（区ホームページ
からダウンロード可）
▽申込締切日 ４月 日㈯
▽問合せ 男女平等推進プラザ
☎（５２４６）５８１６

コンビニでの証明書交付
サービスが停止します

根岸3－1－10
アルス鶯谷1階

お 彼 岸 期 間 中 の 土 曜 日・
休 日 は「 東 西 め ぐ り ん 」
う
が迂回運行します
ダイヤ乱れを
緩 和 す る た め、

示をご覧になるか左記へ
▽日程 ３月 日㈷・ 日㈯・
日㈰
▽問合せ 交通対策課
☎（５２４６）１３６１

区では斎場を借上げてい
ます
区民斎場は葬儀 通(夜・告別式）

－

指定保養施設のゴールデ
ンウィークのご利用につ
いて
区が保養所に指定した３か所の
民間施設では、それぞれ左記の日

専用の施設です。

35

一部区間の迂回
を行います。
※詳しいルート・ダイヤは区ホー
ムページまたはバス停留所の掲

程で利用できます。
・かんぽの宿 伊豆高原 ５月６
日㉁
☎０５５７（５１）４４００
・鬼怒川観光ホテル ４月 日㈯
～ 日㈷、５月６日㉁
☎０２８８（７７）１１０１
・ホテル・サンミ倶楽部 ４月
日㈯～５月６日㉁
☎０５５７（８１）８０００
※ホテル利用の際には利用券が必
要。ゴールデンウィークに利用
希望の方は、予約後、早めに申
請してください。
35

機器点検のため、マイナンバー
カードを用いた証明書（住民票・

在学が確認できる物（在学証明

等）
・区内在住で区外の小中学校に在
学の方 区内住所と在学の方の年

齢が確認できる物（健康保険証
等）
※区立小中学校に在学の方には、

学校を通じて貸与しています。
▽問合せ 総務課（区役所４階⑧

番）
☎（５２４６）１０８２

新生児聴覚検査受診票を
交付します

４月１日から、妊娠届出時に新
生児聴覚検査受診票を交付します。
すでに妊娠の届出をされた方には、
４月以降に郵送します。
※出産予定日が近い妊婦の方は、
左記問合せ先にご連絡ください。
▽対象 区内在住で４月１日以降
に生まれる新生児
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４４７
（３８４７）９４６７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
（３８４４）８１７８

業務内容 高齢者施設の入居者および利用者の介護 対象 59
歳以下の方 採用日 毎月1日 勤務形態 シフト勤務（夜勤あり）
で常勤は4週8休、非常勤は4週12休 選考方法 履歴書を提出
後、面接 申込方法 履歴書・介護に関する資格証明書のコピー
を下記問合せ先へ郵送※詳しくは、事業団ホームページをご
覧になるか、下記へお問合せください。 問合せ 〒110−0011
台東区三ノ輪1−27−11 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228

FAX

FAX

介護職員募集

特定非営利活動
㈱さくらさくみら ㈱ 千 趣 会チャイ ㈱チャイルドビ
㈱ユニマットマ
法人サンキッズ
い
ルドケア
ジョン
ミー＆キッズ
ジャパン

㈱クオリス

運営主体

26

21

26

20

－

Ⅰ類採用試験
Ⅰ類採用試験
経験者
障害者を対象とする
Ⅲ類採用試験
（一般方式）
（土木・建築新方式）
採用試験・選考
採用選考
告示
3月１9日㈫
6月20日㈭
郵送申込受付
3月19日㈫～4月2日㈫
6月20日㈭～7月23日㈫
インターネット申込受付
3月19日㈫～4月4日㈭
6月20日㈭～7月25日㈭
1次試験・選考
5月5日㈷
9月8日㈰
9月1日㈰
9月8日㈰
1次合格発表
6月28日㈮
10月18日㈮
10月9日㈬
10月28日㈪・ 10月27日㈰・11 10月30日㈬～11月
2次試験・選考
7月9日㈫～22日㈪
29日㈫
月2日㈯～4日㉁ 1日㈮
7月29日㈪（技術系）
最終合格発表
7月29日㈪
11月15日㈮
8月5日㈪（技術系以外）
※技術系…土木造園（土木）・ 土木造園（造園）・ 建築 ・ 機械 ・ 電気

0～2歳 ・ 19人

寿3－15－12

対象・定員 0～5歳 ・ 60人

24

台東4－17－2
偕楽ビル
（台東）1階

入谷2－12－2

柳橋2－5－3

所在地

クオリスキッズ さ く ら さ く み えがおの森保育 こ ど も ヶ 丘 保 みつな保育園
シンシア保育園
浅草橋保育園
らい 入谷
園・あさくさ
育園根岸園
（小規模保育事 （小規模保育事
（認可保育所） （認可保育所） （認可保育所） （認可保育所） 業所）
業所）

施設名

27

23

31

31

項目

－

－

500

20

27

江戸下町伝統工芸館は、伝統工芸の
魅力を多くの方に分かりやすく発信す
るため、
「江戸たいとう伝統工芸館」
として設備を更新し、展示内容を充
実させ、リニューアルオープンします。
------------ 施設案内 -----------開館時間 午前10時～午後6時
休館日 毎月第2・4火曜日（祝日の場
合は翌日、都合により開
館日・時間の変更あり）

21

21

●オリジナルトート
バッグプレゼント
来館の方に先着で
プレゼントします。
※数に限りがありま
す。
●リニューアル記念イベント 日時 3月29日㈮
～31日㈰午前11時～午後4時 内容 伝統工
芸製作体験 田中耕太朗（江戸簾）、伝統
工芸製作実演 藤井直行（袋物）※製作体
験は先着順、材料がなくなり次第終了（無
料） 問合せ 産業振興課☎（５２４６）1131

30

江戸たいとう伝統工芸館
リニューアルオープン
3月28日
午後1時

23

第 1224 号
（3） 平成31（2019）年 3月5日

【家庭の省エネヒント】電化製品の待機時消費電力は、家庭で使う電力量の5.1%を占めています。主電源をオフにする、コンセントからプラグを抜く、スイッ
チ付きタップを使うなどの工夫をして待機時消費電力を減らしましょう。（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246－1281〉

（高齢・障害等）

離職理由コード 、 、 、
、 、 、 、 、 に該当
する方
34 12

21

※特例受給資格者「特」
・高年齢
受給資格者「高」は除く
▽軽減の内容 前年の給与所得を
分の として保険料を計算
▽軽減期間 離職日の翌日の属す

33

る月から、その月の属する年度
の翌年度末
※就職後すぐに離職し、雇用保険
の受給資格が発生しない方につ
いて、前回の離職が軽減対象の
離職理由コードに該当し、前回
の雇用保険の残日数分を受給す
る方についても、軽減の対象と
なる場合があります。詳しくは、
左記へお問合せください。
▽必要な物 雇用保険受給資格者
証（原本）
、本人（届出人）確
認できる物（運転免許証等）
、
対象者と届出人の個人番号（マ
イナンバー）
が確認できる物
（通
知カード等）
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課資格係（区役所２階⑫番）
☎（５２４６）１２５２

年 度区民 交 通 傷 害 保 険
加入者募集
加入者が交通事故に遭った場合、
入院や通院治療日数・期間に応じ
た保険金を支払います。
また、国内で自転車または身体
障害者用車いすの所有・使用・管
理に起因して、他人にけがを負わ

館ひまわり☎（3866）8050 リサイクル活動室☎（3866）8094

●春のさくらまつり（要申込）

定員
（先着順）

②しんがくじゅんび♪
なまえキーホルダーづくり

区内在住・在学・在園の4歳
3月24日㈰
～小学2年生（未就学児は保
午後2時～3時30分
護者同伴）

20人

③ビオトープ探検で
自然と仲良くなろう☆

3月27日㈬
午後2時～4時

区内在住・在学・在勤の小学
生以上

15人

④お部屋がフワっといい香り★ 3月30日㈯
区内在住・在学・在勤の小学
アロマワックスバーを作ろう♪ 午後2時～3時30分 生以上の親子

10組

▽問合せ 台東区区民課
☎（５８２８）６４４６

国 民 健 康 保 険 加 入 者で 他
の健 康 保 険へ加 入した場
合は届出をお忘れなく

国民健康保険の加入者が新しく
職場の健康保険に加入した時や、
その被扶養者になった時は、 日
以内に国民健康保険課、区民事務
所・同分室で国民健康保険をやめ

る手続きをしてください。

※上記の他に申込不要のプログラムもあります。

飲み物、タオル、持ち帰り用の袋等※汚れても良い服装で参加、③は帽子・雨具持参

学年（年齢）
・電話番号・同伴者の有無を電話かファックスまたは直接

れあい館ひまわり環境学習室（月曜日を除く午前10時〜午後6時）

☎（５２４６）１２５２

（区役所２階⑫番）

ます。
▽問合せ 国民健康保険課資格係

分）を返還してもらうことになり

されている「資格取得年月日」ま
たは「扶養認定年月日」から有効
です。誤って国民健康保険証を使
って診療を受けた場合、区が負担
した医療費（総医療費の７～９割

電話で左記問合せ先へ
・保険証利用にご注意ください
職場の健康保険は保険証に記載

届出により国民健康保険料が変
更となる場合は、後日世帯主あて
に保険料変更通知書を送付します。
▽必要な物 保険証が変更となる
方全員分の職場の健康保険証
（写し可）
、台東区の国民健康保
険証、マイナンバーの確認がで
きる物
※郵送での手続きを希望する方は、

20人

に住民登録のある方（年齢不問）
務所・同分室は３月 日㈮
▽コース等
・区内金融機関は３月 日㈮
※詳しくは、左記の引受保険会社
か問合せ先へ
▽引受保険会社 損害保険ジャパ
ン日本興亜㈱東京公務開発部営
業開発課
☎（３３４９）９６６６
（土・日曜日・祝日を除く午前
９時～午後５時）

3月23日㈯
区内在住・在学の小学生（小
午後2時～3時30分 学2年生以下は保護者同伴）

11

32

※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ
▽申込締切日 ４月５日㈮（必着）
▽問合せ 〒
８６１５ 台東
区役所介護保険課事業者担当
（区役所２階）
☎（５２４６）１２４４

保険・年金

介護相談員を募集します

ジェネリック医薬品は、先発医
薬品の特許が切れた後に製造・販
売され、先発医薬品と有効成分が
同じで、同等の効果が得られると
国が認めた医薬品です。先発医薬
品より安価のため、薬代の自己負
担が軽減でき、増え続ける医療費
を節減できます。現在処方されて
いる先発医薬品をジェネリック医
薬品に切り替えた場合、薬代がど
れくらい軽減できるのかをお知ら
せする「ジェネリック医薬品差額
通知」を３月上旬に送付します。
▽対象 次の全てに該当する方
①国民健康保険加入者 ②生活
習慣病等の医薬品を処方されて
いる ③ジェネリック医薬品に
切り替えることで一定額以上の
軽減が見込まれる
※ジェネリック医薬品への変更を

☎（５２４６）１２５１

23

せたり、他人の財物を壊したこと
等によって発生した法律上の損害
賠償等を補償する「自転車賠償責
任プラン」セットコースもありま

▽保険期間 ４月１日午前０時～
年３月 日午後 時
▽申込方法 申込書に保険料を添
えて左記申込場所へ
▽申込書配布・申込場所・申込締
切日
・区役所３階③番区民課、区民事

問合せ 環境ふ

下記問合せ先へ※①②④は大人1人につき子供2人まで

▲アロマワックスバー

FAX （3866）8099

☎（3866）2011

申込方法 催し名・希望日時・参加者全員の氏名・

費用 ④は1組200円

持ち物 筆記用具、

場所 環境ふれあい館ひまわり7階集会室※③は4階ワークショップルーム

問合せ 環境ふれあい

対象 小学3年～高校生

場所 環境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

対象

日時

催し名

ジェネリック 医 薬 品 差 額
通知を送付します

まちの美化里親制度で１
団体が認定されま し た

区内の介護保険施設を定期的に
訪問し、利用者や家族からの相談
に応じ、不安や疑問の解消や介護

にご相談ください。
▽問合せ 国民健康保険課

福祉

１月に新たに左記の１団体が認
定されました。
・三井住友信託銀行㈱上野・上野

サービスの改善を図る活動を行い
ます。
▽対象 区内在住で所定の研修を

環境
リサイクル

中央支店
この制度は、大江戸清掃隊の中
から、活動が積極的で、まちの美

受講後、月８回程度の活動と年
７回の連絡会に参加できる方
▽募集人数 ２人
▽選考方法 履歴書、作文（題名

①たたいて染める！
葉っぱのくるみボタン

14

会 社 都 合 等 によ り 離 職 さ
れ た 方 は国 民 健 康 保 険 料
が 軽 減 さ れ るこ と が あ り
ます
リストラなどで職を失い、離職

7人

3,300円

22

100

す。
※自転車事故に備えた保険に加入
する努力義務等が定められた区
条例を 年 月に施行しました。
自転車を利用する方は、自転車
賠償責任プランセットコースへ
のご加入をおすすめします。
▽対象
年４月１日現在、区内

3月31日㈰午前10時～正午、午後2時～4時

CJ

希望する場合は、医師や薬剤師

化への貢献度が高く、今後、地域
の美化活動
でリーダー
的存在とな

「介護相談員として高齢者との
コミュニケーションにおいて大
切に思うこと」
・ 字程度）等

時点で 歳未満の方は、届出によ
り国民健康保険料が軽減されるこ
とがあります。
▽対象 雇用保険受給資格者証の

さき布織り体験
2,100円

12

110

−

ることが期
待される団
体を区が認

は郵送

7人
BJ

31

22 29

※上記の他の講座もあります。詳しくは下記問合せ先へ

(SJNK18-09511 平成30年10月30日）

3月29日㈮午後2時～4時
1,400円

600万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

パッチワークをやってみよう
AJ

350万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

定員
（先着順）
日時
催し名
2,900円

150万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

●春のエコ・手作り体験（要申込）
1,700円

C

600万円（交通傷害）

B

350万円（交通傷害）

環境ふれあい館ひまわりの催し
1,000円

150万円（交通傷害）

A

最高保険金額

コース 年間保険料

32

障害福祉課（区役所２階⑩番）
☎（5246）1201
問合せ

31

10

※世帯状況等に応じて各種控除が受けられる場合あり

の書類選考後面接
▽申込方法 事前に下記へ問合せ
の上、履歴書と作文を持参また

☎（５２４６）１２９２

65

800

30

27

31

所得限度額（平成29年分所得）
扶養人数
所得限度額
0人
360万4千円
1人
398万4千円
2人目以降
1人につき38万円加算

●心身障害者医療費助成制度（ ）の資
格がある方は申請してください 3月末日
で子ども医療費助成（ ）の助成期間が
終了になる方は、心身障害者医療費助成
制度（ ）への切り替え手続きが必要で
す（対象者には通知を送付）
。申請した月
の初日から助成対象になります。※現在
受給している方は必要はありません。
対象 身体障害者手帳1・2級（心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・
免疫機能障害は3級まで）
、愛の手帳1・2
度の方※次の①～⑥の方は対象外 ①医
療保険未加入 ②生活保護を受けている
③医療保険の自己負担のない施設に入所
している ④本人（20歳未満の場合は加
入している医療保険の世帯主か被保険
者）の29年中の所得が右表の限度額を超
えている ⑤65歳以上で初めて身体障害
者手帳や愛の手帳の交付を受けた ⑥後
期高齢者医療保険証をお持ちで、30年度
の住民税が課税されている 申込方法 身
体障害者手帳か愛の手帳、健康保険証、
印鑑を右記問合せ先へ持参

●福祉タクシー券を利用している方へ
福祉タクシー券の受給者に31年度分のタ
クシー券を交付します。事前に登録され
ている受取方法（郵送または窓口受取）
でお渡ししますので、ご不明な方はお問
合せください。 発送日 3月15日㈮
窓口配布開始日 3月22日㈮※31年度分の
タクシー券は、
4月1日㈪から使用できます。
対象 身体障害者手帳の上肢1級、下肢・
体幹・内部機能の1～3級、視覚1・2級、
愛の手帳1・2度のいずれかに該当し、
29年中の所得額が限度額以内の方※燃
料費助成と同時受給は不可
必要な物（窓口受取の場合）身体障害者手帳
または愛の手帳・印鑑※本人や家族以外
が受け取りにくる場合は、事前にお問合
せください。
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

障害者給付に関するお知らせ
定するもの
です。
▽問合せ 環境課

平成31（2019）年 3月5日
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第 1224 号 （4）
広報

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246−1213〉

広報

30

14

20

12

▽時間 午前 時～正午
▽場所 千束健康増進センター
▽対象 区内在住の 歳以上の方
（心疾患・高血圧等の症状のあ

−

110

る方は主治医要相談）
▽定員 各 人（抽選）
▽費用
円（保険料・初回のみ）

書いて左記問合せ先へ
（必着）
▽申込締切日 ３月 日㈬
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

３月

40

☎（５２４６）１２９５

３月 日

30

笑 っ て 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

日

▽日時 ４月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）
▽定員
▽出演 春風こうた・ふくた、キ
ープランニング
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

３月

10

300

▽場所 台東保健所６階研修室

日

28

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人（先着順）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課

３月

18

☎（３８４７）９４９２

日

10

21

10

高齢者はつらつトレーニ
ング

▽期間（全 回） ①火曜日コー
スは４月９日～６月 日（４月
日を除く） ②金曜日コース
は４月 日～６月 日（５月３
日を除く）

３月

30

12

10

▽申込方法 はがきに希望コース
（①か②またはどちらでも可）
・
住所・氏名・年齢・電話番号を

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 浅草第一診療所
浅草4－33－7
（3872）8617
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－34－5
（5603）5002
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384
北上野1－9－13
内科 上野なかのクリニック
（5828）3007
高松ビル1階
17
元浅草4－6－5
歯科 半田歯科医院
（3841）4888
今井ビル1階
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11 （6231）7680
今戸1－3－13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
内科 武内クリニック
根岸5－16－8
（3873）1202
21 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 平和堂薬局
根岸5－22－11
（3874）4750
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44 （3821）3915
24 歯科 加藤歯科医院
元浅草1－6－7
（3844）0796
薬局 町の薬局
日本堤1－5－3
（5808）7944
浅草5－63－10
内科 聖愛クリニック
（3874）5341
水源ビル１階
上野2－11－10
内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
31
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 川元薬局
浅草5－57－8
（3875）0157
蔵前3－13－13
内科 菊嶋クリニック
（3851）3281
NRビル3階
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
歯科 山本歯科医院
寿1－1－3
（3844）7553
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454

月日

22

30 30

健康

ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日分
あたって の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

11

第 1224 号

あなたの体の健康 度 、 チ
ェックしてみませ ん か ？
（予約制）

26

▽日時 ４月９日㈫、５月 日㈫
午前９時 分、 時、 時 分、 トレーニングマシンを使用した
時（各 分程度）
運動教室です。簡単な体操やスト
▽場所 台東保健所３階大会議室 レッチも行います。

30

永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
月～土曜日午後6時45分～9時45分
日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分
車坂薬局 東上野3－11－3 ☎（5812）2067

10

▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者
▽定員 各６人

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

▽内容 血圧、握力、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定、結果説明と助言
▽申込開始日時 ３月 日㈮午前
時
▽問合せ 国民健康保険課
☎（５２４６）１２５１

3・4月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（☎5246−1277）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m

専門医によるぜん息やア
トピー性皮膚炎等のアレ
ルギー相談

▽日時 ４月 日㈮
午後１時 分～４時

（5） 平成31（2019）年 3月5日

10

65

日

台東保健所
9 ･ 25日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
11日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447

16日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
9日 (個別) 午前9時～10時30分、
23日 (個別) 午前9時30分～10時 17日（個別）
発達相談（予約制）
30分、25日 (集団) 午前9時30分 午前9時30分～10時30分
～11時☎（3847）9497
産婦歯科健康診査
3日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
2 ･ 24日午後1時30分～2時30分 4 ･ 18日午後1時30分～2時30
分※予約は左記
区内在住の方（予約制） ☎ (3847) 9449
3日午後1時30分～3時、10日午前
こころの健康相談
8日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方 10時30分～正午、24日午後3時～
25日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに) 4時30分☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
15日午前9時30分～11時30分
22日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎ (3847) 9405
※予約は左記
HIV即日検査
10・24日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
☎ (3843) 5751
5 ･ 15日午前10時～午後3時30
栄養相談（予約制） 分、25日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 台東保健所☎（3847）9447 浅
（両親学級・予約制）
草保健相談センター☎（3844）8171

はの「あるある」が影響しています。
・膝が痛くて出かけるのがおっく

事業名
3・4か月児健康診査
（平成30年12月生）
1歳6か月児健康診査
（平成29年9月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成28年3月生）

浅草保健相談センター
☎（3844）8171
19 ･ 24日
午後1時～１時45分
17日
午後1時～１時45分
12日午後1時～2時
☎ (3847) 9449
10日
午後1時～1時45分

高齢期の食事は、「低栄養」
に気をつけましょう！

4月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

4月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

う。調理も手間がかかり面倒く
さい。１日に３食も食べないこ
とがよくある。

30

●高齢者の体は、１週間であっと
いう間に変化します

65

根岸社会教育館
谷中区民館
福祉プラザ台東清峰会
特別養護老人ホーム浅草
5月10日㈮
（※）要上履き
5月16日㈭ 環境ふれあい館ひまわり
（※）前半１時間は座ってできる筋力向
上の体操を行います

・好きなものや食べやすいものし
か食べないので、いつも同じよ
うなものばかり食べている。

4月15日㈪
4月19日㈮
30 4月26日㈮

高齢になると、いろいろな背景
により食事の量が減ったり、食べ
られるものの偏りが出てくること

台東一丁目区民館

・入れ歯の調子が悪いが、そのま
まにしている。肉や野菜がかみ
切れない。おなかがすいたらお

4月10日㈬

で「低栄養」を引き起こす恐れが
あります。食事を十分にとれない
日が数日続いただけで、寝たきり

場所

ケアハウス松が谷

菓子ばかり食べている。
●健康ミニ講座
「ふれあい介護予防教室」
の中で、
管理栄養士から日常生活で実践で

▽時間 午後１時 分～３時
※４月９日㈫は午後２時～３時
分
※当日、直接会場へ
▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽問合せ 介護予防・地域支援課

☎（５２４６）１２９５

50

善意の献血ありがとうご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今
回、次の方に贈呈しました。
松本浩一氏（小島１丁目）
該当する方は、左記へご連絡く
ださい。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

☎（３８４７）９４０１

50

日程

4月9日㈫

や要介護状態のリスクが高まりま
す。
●「高齢になったら肉を食べなく
ていい」というのは間違いです

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療
時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
☎（5272）0303 URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

体に必要なたんぱく質の量は、 きる高齢期の低栄養予防のポイン
若い頃と大きく変わりません。高
ト等をご紹介します。
齢期には消化吸収能力が低下する
分、積極的に肉や魚などのたんぱ
く質をとる必要があります。また、
体力や免疫力を落とさないよう、
エネルギーのもととなる糖質・脂
質を適度にとり、バランス良く食
べることも大切です。
●あるある！食生活の異変～こん
な出来事、最近ありませんか？～
高齢者が低栄養になりやすい理
由は、下記のような高齢者ならで

４月７日

医療
情報

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全5回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全5回）
20人
午後3時～4時
火曜日
（30日を除く全4回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 20人
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
15人
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
20人
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
20人
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 35人
毎週金曜日（全4回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分 15人

火曜リズム体操

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
気体操

日時

定員

毎週火曜日（全5回）
10人
午後2時～3時
火曜日
（30日を除く全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
毎週金曜日（全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分 15人
毎週土曜日（全4回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
午前10時30分～正午

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①4月の○○教室
希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
性別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、3月20日㈬（必着）までに各センターへ（1人1
教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【
「台東区史」文庫本（全6巻）好評発売中】江戸・東京の中心として発展してきた台東区の歴史を、楽しみながら学んでみませんか。
▷価格 1冊800円、6冊セット4,000円〈台東区広報課☎5246－1021〉
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催 し も の など
外国人と共に暮らすヒントを子
供たちから学ぼう！

ムを販売するショップを期間限定で浅草雷

生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用

狩りと浜焼きバイキングの旅」 日時 5月

門にオープンします。

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

12日㈰午前7時30分区役所前出発、午後6

～17日㈰ 時間 午前11時～午後6時

※3月25日㈪、4月1日㈪は臨時開館

時頃着予定（雨天決行） 行先 富津影丸（海

場所 浅草ライオンビルディングスタジオ

問合せ 朝倉彫塑館☎（3821）4549

苔製造工場見学）
、道の駅とみうら枇杷倶

期間 3月15日㈮

（雷門2−11−10） 問合せ 産業振興課

くずし字解読講座「くずし字で
読む『源氏物語』
」の世界

☎（5246）1143

区内の外国人・日本人小学生の話を聞いて、

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

共に暮らしていく方法を一緒に考えてみま
せんか。 日時 3月30日㈯午後2時～4時

日時（全4回）6月8日～29日の土曜日午

楽部（びわ狩り）
、房州きよっぱち・浜焼
市場（浜焼きバイキング）
、養蜂場はちみ
つ工房(見学、試飲） 対象 勤労者サービ
スセンター会員とその家族、区内在住か在

後1時30分（2時間程度） 定員 30人（抽
選） 講師 上野英子氏（実践女子大学教授）

勤・在学の方 定員 80人(抽選）

展示作品 昭

費用 4,000円（4回分・資料代含む）※当

下は無料、勤労者サービスセンター会員と

☎（5246）1126（区ホームページから

和60年度台東区長賞受賞作品「盲目の少

選後、事前に支払・初回のみ別途入館料が

その家族は別料金

申込可）

女が見た夢は」秋本貴透作、昭和61年度

必要

アー名・参加者全員の氏名・年齢・性別・

場所 区役所10階会議室

定員 20人程度

（先着順） 申込み・問合せ 区民課

｢新成人を祝う会」実行委員募集

期間 3月10日㈰～4月12日㈮

所1階台東アートギャラリー

場所 区役

申込方法 往復はがき（1人1枚）に
ふりがな

費用 9,800円※食事・座席が不要な2歳以
申込方法 はがきにツ

台東区長賞受賞作品「二人（崇浩と久美）
」

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を書

代表者の住所・氏名・電話番号、勤務先

土井原崇浩作 問合せ 文化振興課

いて下記問合せ先へ※複数名の記入、往復

（学校）名、会員の方は会員番号を書いて

☎（5246）1153

はがきでないものは無効

申込締切日 5月
10日㈮（消印有効） 入館料 一般300円、

下記申込み先へ 申込締切日 4月10日㈬
（必着） 申込み 〒160－0023 新宿区西

日時 ①4月14日㈰午前10時～午後3時

小中高生100円 休館日 月曜日（祝休日の
場合は翌日） 場所・問合せ 〒110−0012

光サービス㈱新宿支店 台東区勤労者サー

②21日㈰午前9時～午後4時 場所 花川戸

台東区竜泉3−18−4 一葉記念館

ビスセンターバスツアー申込係

公園※車での来場不可、天候により中止の

☎（3873）0004

☎（3343）0631

フリーマーケット出店者募集

32年1月13日㈷に開催する「新成人を祝

場合あり

う会」の企画・司会進行・運営等を行う実

店

行委員を募集します。成人の日の思い出に

民は会ホームページから予約で1,500円

応募してみませんか。 対象 区内在住の

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

平成11年4月2日～12年4月1日生まれの

タイムマシーンカンパニー

方

☎050（3616）3300（午前10時～午後

出店数（予定）①20店

出店料 ①2,000円

②30

②2,000円※区

書道博物館企画展「みんなが見
たい優品展 パート15 中村不
折コレクションから 歴史に名
を残した日本人の書」

新宿1－19－8 新東京ビル6階 名鉄観

問合せ 台東区勤労者

サービスセンター☎（5829）4123

老人福祉センターの催し
●脳の健康教室 東北大学の川島隆太教授
の研究成果を活用した教室です。簡単な読

期間 3月12日㈫～6月16日㈰
●ギャラリートーク 日程 ①3月24日㈰

み・書き・計算などを行います。

5時） ②リサイクル推進友の会

回程度（4月下旬開始予定） 申込方法 住

☎（3412）6857（午前10時～午後4時）

②4月21日㈰

所・氏名・生年月日・電話番号・メールア

問合せ 台東区清掃リサイクル課

30分

日午前中の40分程度 場所 三筋老人福祉
館 対象 区内在住のおおむね65歳以上で、

ドレスを電話かファックスで下記問合せ先

☎（5246）1291

企画内容 記念品の選定、アトラクショ

ンの企画、式典運営等

会議日程 月1～2

ふりがな

へ

申込締切日 4月5日㈮

問合せ 子育て

☎（5246）1341

FAX （5246）1289

子守唄講習会
「心に響け愛のうた」
参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差

復はがき（1人1枚）に希望日時・住所・

毎日10分程度の自宅学習が可能な方

氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ

定員 30人（抽選） 費用 月額1,500円

先へ

申込締切日 4月6日㈯

ふりがな

下町風俗資料館が
臨時開館します

・若者支援課青少年担当

時間 午前10時、午後1時

定員 各20人（抽選） 申込方法 往

申込締切日（必着）①3月15日㈮

●スマートフォン講習会

②4月12日㈮

花見の季節に合わせ、下記の日程で臨時開

●ワークショップ「日本人の書に挑戦！」

館します。

色紙に実際に書いていきます。

臨時開館日 3月25日㈪・4月

日時 ①3

1日㈪ 問合せ 下町風俗資料館

月24日㈰ ②4月21日㈰午前9時30分～

☎（3823）7451

午後4時 費用 100円（別途入館料が必要）

し上げます。 日時 4月13日㈯午後1時～

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

朝倉彫塑館から

2時 対象 区内在住の未就学児と保護者・

日時（全20回）4月24日～9月11日の水曜

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

日時（全4回）5月8～29日の水曜日午前

10時～正午 場所 入谷老人福祉館
対象 区内在住の60歳以上の方
たけぼうき

定員 16人

（抽選） 講師 ＮＰＯ法人竹箒の会
必要な物 本人確認できる物（老人福祉施

設使用登録証、健康保険証等）

家族、妊娠中の方と家族、子守唄に関心の

●特集展示「独断で選んだイケメン★オシ

ある方 定員 100組（先着順） 講師 雨宮

メン」＆『台東鳥瞰』関連企画「齋藤陽道

高生250円 休館日 月曜日（祝休日の場合

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

知子氏ほか

写真展」 期間 3月8日㈮～6月5日㈬

は翌日）※3月25日㈪、4月1日㈪は臨時開

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

館

配布する申込用紙に記入し提出

場所・申込み・問合せ 寿子ど

も家庭支援センター☎（3841）4631

台東ファッションザッカマルシェ

●ギャラリートーク

日時 3月20日㈬午

後2時（30分程度）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

靴・バッグ・帽子・ベルト・革小物など、

時間 午前9時30分～午後4時30分（入館

地元ファクトリーブランドの素敵なアイテ

は4時まで） 入館料 一般500円、小中高

台東区上野の森
ジュニア合唱団
●ミニコンサート 日時 3月24日㈰午後4時
30分開場、5時開演 場所 生涯学習センター
ミレニアムホール

曲目 さくら、
おぼろ月夜、

翼をくださいほか 出演 川上彌榮子（構成・
指揮）
、杉山直子・寺﨑明日香（ピアノ）

配布中
●団員募集面接（4月期） 日時 4月13日㈯
午後4時 場所 生涯学習センター3階
対象 区内在住か在学の小学2年～中学生
費用 月額1,000円（楽譜代等、
自己負担あり）
面接 学校で歌っている歌を1曲歌唱
練習日時 水・土曜日午後4時30分～7時※入

団後しばらくは、入門期間として土曜日午後
3時30分～5時
3月）
、夏期合宿（8月） 申込方法 下記問合

主な活動 演奏会（9・12・

せ先へ電話するか、申込書（生涯学習セン
ター1階、区役所6階⑨番庶務課で配布）に
記入し、郵送かファックスまたは持参
申込締切日 4月12日㈮（必着）

台東区根岸2

勤労者サービスセンターの催し
●日帰りバスツアー「季節の味覚房州びわ

●第36回ファミリーコンサート 日時 3

（ムソルグスキー）ほか

入場整理券 生

涯学習センター1階受付（第1・3・5月

場所 浅草公会堂

曲目 序曲「1812年」

曜日休館）
、区役所６階⑨番庶務課、区

作品49
（チャイコフスキー）
、
歌劇
「ホヴァ

民事務所・同分室、地区センターで配布

ンシチナ」前奏曲「モスクワ河の夜明け」

中

練習日
会場

初級教室

養成教室

毎週土曜日午後1時30分～3時30分
※夏・冬・春季休みも練習あり

浅草小学校音楽室（コミュニティ側の出入口から2階へ）

対象
区内在住か在学の小学4 区内在住か在学の小学3 区内在住か在学の小学
（31年4月 年～中学生で、演奏技能 ～6年生で、多少楽器が 3～6年生で、多少楽器
1日現在） のある方
弾け、合奏経験のある方 が弾ける方
パート

弦、木管、金管、打楽器

弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）
、コントラバ
ス（初級教室のみ）

募集人数

若干名

4月13日㈯午後2時集合 4月13日㈯午後1時20分
4月6日 ㈯ 午 後1時30分（養成教室終了後随時開 集合、1時30分開始※保
オーディシ
集合、2時開始（課題の 始）※保護者同伴
護者同伴
ョン日時
演奏・面接）
自由曲の演奏（学校で演奏している曲等）・面接
申込方法
申込締切日

下記問合せ先へ電話するか、申込用紙（生涯学習センター5階生涯学習課、
区役所6階⑨番庶務課、区立小・中学校で配布）に記入し、郵送か持参
4月4日㈭（必着）

問合せ 〒111－8621 生涯学習センター生涯学習課☎（5246）5851

自主学習事業支援事業
期間 3月19日㈫～24日㈰午前9時～

午後5時（初日は1時から） 場所 生涯学習
センター1階アトリウム

クラブ名 わくわ

く国語クラブ、のびのび算数・数学クラ
ブ、どきどき歴史・文化探検隊、台東科
学クラブ＜たんＱ＞、なぜなぜクラブ
●台東区少年少女発明クラブのクラブ員を

●団員・初級教室生・養成教室生募集
毎週土曜日午後4時～6
時30分、毎月第3日曜日
午後1時～5時※夏・冬・
春季休みに強化練習あり

☎（3833）6541

す

月24日㈰午後1時開場、1時30分開演

団員

問合せ 老人福祉センター

●子供たちの１年間の活動成果を展示しま

台東区ジュニアオーケストラ

入場整理券 生涯学習センター1階受付（第1・

3・5月曜日休館）
、区役所6階⑨番庶務課で

問合せ 〒110−0003

−10−4 書道博物館☎（3872）2645

申込締切日 3月30日㈯

4月11日㈭（必着）
FAX （5246）5814

募集します 木工・電気を通してものづく
りへの関心を高め、さまざまな作品を完成
させます。
32年3月

期間 4月20日㈯の開講式～
コース・活動日時 ①土曜日コー

ス・第1・3土曜日午後2時～4時 ②日曜
日コース・第1・3日曜日午前10時～正午
場所 生涯学習センターほか

対象 区内在住

か在学の31年4月現在で小学3年～中学生
定員 各48人（抽選） 費用 3,000円（教材

費・保険料）※施設見学等は実費
申込方法 往復はがきにコース名・住所・

ふりがな

氏名・性別・31年4月19日現在の年齢・
生年月日・電話番号・4月からの学校名・
学年・新規もしくは継続の別・保護者氏名

（要押印）を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月29日㈮（消印有効）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、
郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」
、
生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。
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30分～午後0時30分 対象 ①3～6歳の未

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

費用 78,900円（テキスト代含む）

就学児 ②小学1・2年生 ③小学3年生以

相談内容を書いて下記問合せ先へ

申込方法 電話で申込書を下記問合せ先へ請

定員（抽選）①24人 ②③各30人

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時 4月7日㈰午前9時30分開場、10時開

費用 3,900円（3回分・保険料込）※レッ

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

演

スン後のプール利用は延長料金が必要

場所 浅草公会堂

上

求し、本人確認できる物（運転免許証・健
康保険証等の写し）とともに提出

申込締切日 3月19日㈫※募集数に達しな

入場券 指定席3,500円、自由席2,500円

講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10
組20人ご招待

ス）に教室名・希望クラス（①～③）
・住所

1−5−5 台東区シルバー人材センター

往復はがき（1組1通）に住所・氏名・電

・氏名・電話番号・泳力レベルを書いて下

☎（3864）3338

話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校名）

記問合せ先へ※往復はがき返信後、来館手

を書いて下記申込み先へ 申込締切日 3月
20日㈬（必着） 申込み・問合せ 〒140−

続きあり

申込締切日 4月1日㈪（必着）

い場合、3月20日㈬以降に電話で受付

申込方法 往復はがき（1人1枚1教室1クラ

場所・問合せ 〒111−0056

問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

台東区小島

NPOのための個別相談
日程（内容）4月11日㈭（ 法律 ）
、4月12

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

申込締切日 4月9日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日㈮（会計・税務）
、4月17日㈬（労務）
時間 午後2時～4時

対象 地域で活動する

0004 品川区南品川6−8−20 （公財）

場所・問合せ 〒110−0015

日本民謡協会「津軽三味線コンクール全

野6−16−8 清島温水プール

のうち44日間午後6時30分～9時30分(8

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

国大会」係☎（3471）8888

☎（3842）5353

時30分終了の場合あり)、実習6月17日㈪

名・電話番号を電話かファックスまたは

～28日㈮のうち指定する日午前8時30分

メールで下記問合せ先へ

～午後5時30分、修了式7月16日㈫午後6

開催日の1週間前

●春休み映画会①「うっかりペネロペ」

時30分～7時30分 場所 三ノ輪福祉セン

会福祉協議会☎（3847）7065

②「14ひきのぴくにっく」 日時 3月24日

ター

FAX （3847）0190

日時（全2回）3月30日 ㈯・31日 ㈰ 午 前
11時40分～午後0時30分 対象 区内在住

㈰①午前10時 ②11時 場所 生涯学習セ

住・在勤の方優先 定員 24人（先着順）

か在学の小学4年～中学生 定員 30人（先

者

着順） 費用 プール利用料

図書館☎（5246）5911

問合せ 台

東区生涯学習課☎（5246）5815

浅草高校温水プール小・中学生
水泳教室

申込方法 催し

台東区東上

図書館のこども室から

ンター

対象 幼児～小学校低学年と保護

●根岸図書館人形劇「びんぼう神とふくの

電話かファックスで下記申込先へ

神」 日時 3月27日㈬午前10時45分～11

申込締切日 3月29日㈮

時45分、午後3時15分～4時15分※各15

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

分前から入場開始

プール（今戸1−8−13）
問合せ スポー

ツ振興課☎（5246）5853

●田原小・太極拳教室

場所 根岸社会教育館

定員 各60人※3月13日㈬から根岸図書館

でチケット配布（先着順・家族単位で配布）
問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

スポーツひろば
日時（全12回）4

こぶた」ほか 日時 3月26日㈫午前10時
～11時（9時40分開場）
、
午後3時～4時（2

～8時30分（7時受付） 場所 田原小学校3

時30分開場） 場所 石浜橋場こども園ホー

階体育室 講師 水野冨士氏（陳式太極拳）

ル 対象 幼児～小学校低学年 定員 各50

費用 3,000円（12回分・保険料含む）

人※3月5日㈫から石浜図書館で整理券を

申込方法 参加費を添えて次の①か②へ

配布（先着順・家族単位で配布）

①3月27日㈬午後7時15分～8時15分・

問合せ 石浜図書館☎（3876）0854

田原小3階体育室 ②3月28日㈭～4月12
日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課
（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝
日を除く）
●大正小・ピラティス教室
日時（全5回）5月17日 ～ 6月28日（5月

時15分～8時30分（7時受付）※当日ヨ

場所 生涯学習センター

ガマットか厚手のバスタオル持参

在勤（学）の方 定員 100人（先着順）

場所 大正小学校地下体育館

講師 鈴木共子氏
（NPO法人いのちのミュー

ジアム） 問合せ 人権・男女共同参画課

申込方法 参加費を添えて次の①か②へ

☎（5246）1116

大正小地下体育館 ②4月1日㈪～5月10
日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課
（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝
日を除く）

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

の方※子供を連れての参加不可、学校行事

分） 申込方法 往復はがき（1人1枚)に講

等により変更・中止の場合あり

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

定員 各

30人（先着順） 持ち物 運動できる服装、

番号を書いて右記問合せ先へ

室内履き、飲み物、タオル

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 4

問合せ スポー

ツ振興課☎（5246）5853

清島温水プール水泳教室

時間 Ａクラスは午前9時～10時、Ｂクラス

は10時～11時

対象 区内在住か在学の3

歳～小学3年生※未就学児は保護者同伴
定員 各30人（先着順） 費用 プール利用料
申込方法 開始20分前より現地で申込み

●短期水泳教室

日程（全3回）5月1日㈷

～3日㈷ 時間 ①Ａクラス午前9時～10時
②Ｂクラス10時～11時 ③Ｃクラス11時

いただけます。 日時 3月30日㈯午後1時

㈭～4月9日㈫午前10時～午後7時※4月3

30分開場、2時開始（99分間）

日㈬は定休日 場所 浅草4−36−5（千束

場所 浅草文化観光センター6階多目的ス

通商店街内） 販売商品 オーストリアのビ

ペース 定員 70人（先着順）※未就学児

ール、ワイン、肉製品（ハム・ソーセージ

不可

等）
、民族衣装、雑貨等

ージか右記二次元コードか

申込方法 区ホームペ
申込締切日 3月

26日㈫
問合せ 都市交流課☎（5246）1193

の生涯と、彼が撮影した写真をパネルで紹

東京・春・音楽祭2019「桜の街の音

介します。

日時 3月30日㈯～4月21日

楽会」 3月15日㈮～4月14日㈰に、

㈰午前9時～午後8時 場所 浅草文化観光

上野の音楽ホール・美術館などで東京・

センター7階展示スペース

春・音楽祭が開催されます。
「ふるさ

●映画「オーストリアの空と地から」無料

と交流ショップ 台東」にオーストリア

上映会（協力：オーストリア大使館／オー

政府観光局が出店することを記念し

ストリア文化フォーラム）

て、ミニコンサートを開催します。
日時 3月28日㈭午前10時50分～11時
10分 場所 奥浅草お休み処（浅草3−

38−5 千束通商店街内） 出演 ヴォ
ンゴレ・カルテット（サックス四重奏）
問合せ 東京・春・音楽祭実行委員会

☎（5205）6497

月15日㈪・25日㈭午前10時～11時、11

台東区文化振興課☎（5246）1153

時～正午 定員 各5人（抽選）

巨匠ヨゼフ・フィルスマイヤー監督がオー

申込方法 往復はがき(1人1枚)に催し名・

●子供のためのワンポイントレッスン
日程（全10回）4月7日～6月9日の日曜日

遥かオーストリアの美しい映像をお楽しみ

流ショップ 台東」に出店 日時 3月28日

年間滞在した写真師ミヒャエル・モーザー

日㈭ ②「初めてのエクセル」4月9日㈫
・12日㈮・16日㈫ 時間 午前10時～正午

●オーストリア政府観光局が「ふるさと交

ア文化フォーラム） 明治時代、日本に7

「初めてのワード」4月4日㈭・8日㈪・11

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

声、日本語字幕）
」の上映会を開催します。

●
「オーストリア文化に関連するパネル展」 ら申込み

内容・日程（全3回）①

対象 区内在住か在勤（学）の中学生以上

リア国交樹立150周年です。

（協力：オーストリア大使館／オーストリ

シルバー人材センターから
●パソコン講座

ストリアのさまざまな風景を空撮した映画

姉妹都市提携30周年および日本オースト 「オーストリアの空と地から（ドイツ語音

対象 区内在住か

子氏 費用 1,200円（5回分・保険料含む）
①3月29日㈮午後7時15分～8時15分・

平成31年は台東区・ウィーン市第一区

人権講座「犯罪被害者とその家
族が抱える心の痛みを理解する」
日時 3月25日㈪午後3時～4時30分

講師 小野明

日本オーストリア友好
150周年交流推進事業

講 座・相 談 会 など

31日・6月14日を除く）の金曜日午後7

@jcom.home.ne.jp

台東区を代表する芸術家・朝倉文夫にスポットを当て、
本人が残した言葉「アサクリック」をキーワードにして区
の魅力を紹介します。下記配布場所のほか、台東区文化
芸術総合サイト「たいとう文化マルシェ」で閲覧できます。
配布場所 区役所、浅草文化観光センター、区民事務所・
同分室、地区センター、区内文化施設等
問合せ 文化振興課☎（5246）1146

●石浜図書館にんぎょうげき「さんびきの

月17日～7月10日の水曜日午後7時15分

Eメール taito-vc

文化芸術広報誌「台東鳥瞰」
第2号を発行しました

対象 幼児～小学生の子供と保護者

☎・ FAX （3874）3019

対象 全日程参加可能な方※区内在

申込締切日 各

場所・問合せ 台東区社

ちょうか ん

定員 各40人（先着順） 問合せ 中央

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を

非営利団体 定員 各2組（先着順）

期間 講義・演習4月11日㈭～7月16日㈫

子ども家庭支援センターの催し
催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

4月18日㈭
つながれ！ふれあい
①午前10時15分～11時
遊び
②11時15分～正午

区内在住の①6か月〜よ
日本堤子ども家庭支援セ
各20組
ちよち歩き ②しっかり
3月27日㈬ ンター「にこにこひろば」
（先着順）
歩き～3歳の子供
☎（5824）2535

4月8日㈪
ピーカブ―・リトミッ
午前10時30分～11時15分
ク
11時30分～午後0時15分

台東子ども家庭支援セン
区内在住の9か月～3歳 各25組
3月20日㈬ ター「わくわくひろば」
の子供
（先着順）
☎（3834）4577

ヒップホップ

4月11日㈭
区内在住の①1歳～1歳
寿子ども家庭支援セン
各15組
①午前10時15分～10時45分 6か 月 ②1歳7か 月 ～
3月27日㈬ ター「のびのびひろば」
（先着順）
②11時～11時30分
3歳の子供
☎（3841）4631

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容
については、当事者間で責任を持っていただきます。
台東区公式ホームページ上の「広報たいとう」にも掲載します
ので、ご了承ください（了承いただけない場合は、掲載すること
ができません）。
※掲載基準等、詳しくは左記へお問合せください。
▽問合
 せ 台東区役所広報課
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

オーキング」
▽日時 ４月７日㈰午前８時 分
集合（雨天中止）
▽場所 竹町公園（集合）～大横
川遊歩道～業平橋周辺（解散）
※交通費は各自負担
▽持ち物 飲み物
※動きやすい服装・履きなれた靴
で参加

例会 第３火曜日午後６時
▽場所 雷門区民館ほか
▽会費 年額７千円
入会金１千円
▽問合せ 永田
☎０９０（９１０８）６６７９
●ブルーファイターズＳＣ（ＢＦ
キッズ、体験・見学可）

時 分、毎週日曜日午後１時
分～２時 分
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 月額３千円
入会金３千円
▽問合せ 長塚

☎０９０（５７５４）８９２５

22

▽日程 日曜日（月２回程度）
▽場所 旧坂本小学校（下谷１
８）ほか
▽対象 幼稚園部、新年長・年中

15

●所得税及び復興特別所得税・贈
与税の申告と納税はお済みですか
年分の所得税及び復興特別所
得税、贈与税の申告・納税は３月
日㈮までです。
・浅草税務署内に申告書作成会場
はありません
台東区の方の確定申告書作成会
場は、３月 日㈮まで、東京上野
）に開
税務署（池之端１ ２
設しています。
会場が混雑している場合には、
受付を早めに締め切ることがあり
ますので、午後４時までにお越し
ください。期限間際になると会場
は大変な混雑が予想されますので、
申告書は早めに提出してください。
また、納税には便利な振替納税を
ご利用ください。
・消費税の申告と納税もお早めに
年分の個人事業者の消費税及
び地方消費税の申告と納税は４月
１日㈪までです。
年分の課税売上高が１千万円
−

▽問合せ 竹町地区健康推進委員
リーダー 長谷川丈夫
☎（３８３３）５９５７

45

15

催しものなど

●皮革手芸講習会（小銭・小物・
（先着順）
カード入れ、室内装飾品等）
▽会費 年額６千円
▽日時 ４～９月の火・土曜日 ▽問合せ 小坂
（どちらかの曜日）午後１時～
☎０９０（２３３７）７６３６
４時
●カラオケ「浅草歌謡同好会」
かばん
▽場所 東京鞄会館（蔵前４
▽日時 金曜日（月３回）午後２
３）
時～４時、土曜日（月２回）午
▽定員（先着順） 火曜日 人、
前 時～正午
土曜日 人
▽場所 千束社会教育館ほか
▽費用 月額４千円（共用費）
▽会費 月額各３千円
※材料・工具代は実費
▽問合せ 倉田
▽申込み・問合せ 全国皮革振興
☎（３８５６）１５２２
会
●書道「柳書会」
（初心者歓迎）
☎（３８６５）７４５７
▽日時 第１ ３火曜日
●傾聴ロールプレイ研修説明会
午後２時～４時
～親の変化は子供を変える・自分
▽場所 台東区民会館ほか
の変化で周囲は変わる～
▽会費 月額５千円
子育てや介護・対人関係に関す ▽問合せ 柳沢
る理解を深め、今後の生活に生か
☎０９０（１６９５）５４８７
しませんか。
●カントリーウエスタンバンド
▽日時 ４月 日㈯
「ジョイフルマイタウン」
午後１時～３時
▽日時 月２回、午後６時～８時
▽場所 生涯学習センター
～ 歳の女性
▽対象
※研修は無料（要教材費）
。研修

30

30

15

30

日㈰午後２時～４時
▽対象 小学生
人（先着順）
▽定員
▽講師 吉田小南美氏（声優）
▽場所・申込み・問合せ 社会教
育センター
☎（３８４２）５３５２
、第６回「墨
●第 回「墨英会」
友会」水墨画合同展
▽日時 ３月 日㈬～ 日㈰午前
時～午後５時（最終日は３時
まで）
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー
▽問合せ 栗原
☎（３６１４）７１７５
●英会話体験会～外国人の先生や
同年代の方と、気軽に英語を学び
ましょう～
▽日時 ３月 日㈬
午後３時 分～４時 分
▽場所 生涯学習センター
▽対象 英会話初級レベルで、
歳以上の女性
▽定員 ５人（先着順）
▽申込締切日 ３月 日㈮
▽申込み・問合せ 阿部（土・日

修了後に、当団体認定の傾聴カ
ウンセラーの資格が取れます。
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人Ａ

10

曜日を除く）
☎０７０（４５１６）７３８２
●遺言・相続 番（弁護士による

ＰＬ・パラカウンセリング研究
所 柳沢
☎（３８７６）１５３０

会 員 募 集

次のいずれかに該当する方 ①

歳以上 歳未満 ②大学を卒
業した 歳以上 歳未満（見込
含む） ③ 歳未満で修士課程
を修了（見込含む）
▽申込締切日 ５月１日㈷
▽１次試験日 ５月 日㈯・ 日㈰
※入隊は 年３月下旬～４月上旬
▽問合せ 自衛隊台東出張所
☎（３８３１）３５５５

広告

30

−

を超えている方は、 年分は課税
▽場所 生涯学習センターほか
事業者となり、期限までに申告と
▽会費 月額１千円
納税が必要です。
▽問合せ 山内
☎０９０（１６５９）６０６５ ・申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申 もできます。詳しくは国税庁ホー
●谷中太極拳クラブ（二四式太極
「国税
拳・三二式太極剣・八八式太極拳） 告書等作成コーナー」を利用する ムページをご覧ください（
。
と、税額などが自動計算された、 庁」で検索）
▽日時 毎週土曜日
所得税及び復興特別所得税・贈与 ▽問合せ 東京上野税務署
午前９時 分～正午
☎（３８２１）９００１㈹
税・個人事業者の消費税及び地方
▽場所 谷中小学校ほか
浅草税務署
消費税の申告書等の作成ができま
▽費用 月額２千円
☎（３８６２）７１１１㈹
す。作成した申告書等は、印刷し
▽問合せ 亀田
て郵送等で提出できるほか、ｅ - ●自衛官募集（陸・海・空 一般
☎（３８７４）１２８６
Ｔａｘ（国税電子申告・納税シス 幹部候補生）
●カンフーフィットネスクラブ
テム）で自宅等から送信すること ▽応募資格
年４月１日現在、

12

22

11

700

45

−
16

30

●そば打ち体験教室（未経験者歓
迎）
グラムの二八そばを打ち、持
ち帰ります。体験後は、講師の打
ったそばを食べられます。
▽日時 ３月 日㈯午前 時～午
後１時、１時～４時
▽場所 全麺協研修センター（西
）
浅草２ ８
▽定員 各８人（先着順）
▽費用 ３千円
▽持ち物 三角巾、エプロン、タ
オル、持ち帰り用パック
▽申込み・問合せ （一社）全麺
協
☎（３５１２）７１１２
●がん治療と外見ケア
▽日時 ３月 日㈯午後１時 分
人（先着順）
▽定員
▽場所・申込み・問合せ 永寿総
）
合病院（東上野２
☎０７０（６９４０）０７６０

平成31（2019）年 3月5日

12
−

10

▽日時 毎週月曜日午後７時～８

28

26

20

32

20

●台東区写真連盟
▽日時 撮影会 月１回

32

60

無料電話相談会）
▽日時 ３月 日㈭
午前 時～午後３時
▽問合せ 第一東京弁護士会遺言
センター
☎（３５９５）１１５４
●竹町地区健康推進委員主催ウオ
ーキング「平成最後の竹町地区ウ
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30

31

30
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27

110

28

・
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−

FAX
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10

10

30

13

60

31

●千束社会教育館指定管理者主催
「千束フェスタ～見つけた！楽し
い事 嬉しい事 やりたい事～」
▽日時
月 日㈰
午前 時～午後 時
▽内容 千束社会教育館で活動し
ているサークルによる作品展
示・舞台発表・活動の体験会
▽場所・問合せ 千束社会教育館
☎（３８７４）５４５０
●社会教育センター指定管理者主
催「声優体験ワークショップ」
▽日時（全２回） ３月 日㈯・
3
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